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著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

冊子を購入または発
注の場合は、上記冊
子購入確認にチェッ
クをお願いします。

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

②選書する場合は、各書籍毎に冊子体・電子書籍の購入欄にチェックを付けてください。

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

電子書籍価格 ¥4,400(＋税) □
冊子定価 ¥2,000(＋税) 冊子購入確認

私たちの生活の何と行政が関わっている？　行政の仕組みと役割は？　行政と争うときはどうする
の？　身近なようで，イメージのつかみにくい行政法を，事例や図表を用いて，コンパクトにわかりやす
く解説した。初学者が行政法の力をつけるために最適な入門テキスト。

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

●「新刊ハイブリッドモデル」とは
　年間を通じて継続的に「書籍（冊子）」と「電子書籍」をセットでご提供するサービスです。

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

　「電子書籍版」のお届けは、カタログ掲載から ２～３ヶ月後を予定しています。

●「電子書籍」価格設定について

□3.電子のみ単体購入   
□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

              購入   ・・・・  この注文書にてご注文の場合 

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年12月 商品コード 1025376189 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1025376190 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1025376191 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025376192 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年12月 商品コード 1025376193 □ □

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

9784641227118

憲法はわからない？　わかった気がしない。そんなもやもやを解消します。わかりやすいことばで憲法のルール
や知識を解き明かします。一般教養的な知識として「憲法」というものを知るには最適な１冊です。これを読めば
憲法が「へえ、そうなのか」と理解できます。

井上典之編著編者名

有斐閣 電子書籍

憲法の時間（※）

民法（全）（※）
有斐閣

¥9,900(＋税)

9784641137660

□

民法Visual Materials〔第2版〕（※）
有斐閣

『入門民法（全）』刊行から10年。同書の、基本的な事柄を中心に内容を絞った叙述はそのままに、債権法改正
をはじめとする法改正に対応してより使いやすく一新。一冊で民法総則から親族・相続法まで民法全分野がわ
かる。最初の一冊としても、復習用としても最適。

冊子購入確認

潮見佳男著著編者名

珍しい写真や新聞記事、各種様式や登記記載例、様々な契約書や約款など、民法を興味深く学べるMaterialを
満載したサブテキスト。法制度の簡潔な解説や当該Materialの持つ意味などにも触れ、民法のアウトラインが掴
める。全体にわたって情報を更新した最新版。

¥4,400(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名
池田真朗編著,石田剛著,田髙寛貴著,

北居功著,曽野裕夫著,笠井修著,
小池泰著,本山敦著

9784641137745

¥4,500(＋税)

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

冊子購入確認

電子書籍

□

電子書籍

□

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

2016年3月に改正されたマンション標準管理規約について、国土交通省での改正審議に関わった学者、実務
家、立案担当官が改正のポイントを詳しく解説する決定版。600万戸以上にのぼる分譲マンション管理に携わる
実務家、管理組合役員等にとって必携の書。

性差別禁止法理研究の第一人者が、雇用差別、妊娠・出産・介護を理由とする不利益取扱い等、性差別にかか
わる問題にジェンダーの視座から分析をくわえ、全ての労働者に生活とのバランスを確保した労働を可能とする
包括的差別禁止法制を構想する。

浅倉むつ子著
9784641144668

有斐閣

著編者名

¥11,000(＋税)

雇用差別禁止法制の展望
有斐閣

¥36,300(＋税)

著編者名
浅見泰司著,安藤至大著,親泊哲著,

笠谷雅也著,福井秀夫著,
村辻義信著,吉田修平著

9784641137691

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

2016年改正　新しいマンション標準管理規
約

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  3  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1025376194 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年11月 商品コード 1025376195 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376196 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1025376197 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1025376198 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1025376200 □ □

入門知的財産法（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平嶋竜太著,宮脇正晴著,蘆立順美著
9784641144811

特許法、著作権法、商標法をはじめとする知的財産法のエッセンスを一冊に凝縮。全体をコンパクトなサイズに
収めながら、メリハリのきいた叙述で重要事項を重点的かつ平易に解説しているほか、図表、資料も豊富に用
意。「知財」を学ぶなら、まずこの一冊から。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

知的財産法全体の概要をコンパクトに収めたロングセラー。職務発明にかかる特許法改正はもちろん、TPP関
連法案、特許法条約、そして動きの目まぐるしい重要知財判例を適確に盛り込んだ最新版。

知的財産法〔第8版〕（※）
有斐閣

¥6,400(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名 角田政芳著,辰巳直彦著
9784641220904

演習国際私法 CASE30（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 櫻田嘉章編著,佐野寛編著,神前禎編著
9784641046764

国際私法の主要論点を押さえた全30問に、それぞれ解説／解答例／例題を付す。解答例により正確な理解を
形成し、例題を解くことで丸暗記にとどまらない応用力を養う。30のケースを通じて、複雑な法的処理が必要とな
る国際私法事案への対応力をみがく。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

法哲学と法哲学の対話
有斐閣 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安藤馨著,大屋雄裕著
9784641125933

「法学」において法哲学の占めるべき位置はあるか、どこに。その内部での議論は実定法学に何を伝えるのか
──こうした疑問を受けとめて、気鋭の論者ふたりの対話は、やがて法学の内外へと議論を誘発していく。対話
がもたらすものは幸福か。知的世界は変わるのだろうか。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

マクロ経済学〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,100(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二神孝一著,堀敬一著
9784641165021

マクロ経済学の基礎を習得し、実際の経済分析への応用をめざす、好評の本格テキスト。データのアップデート
を行い、金融政策などに関する新しいトピックを盛り込んだ最新版。学習をより進めやすいように第４部の章立て
を変更し、新たに金融危機の章を追加。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

セオリー＆プラクティス　経済政策（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳川隆編,永合位行編,藤岡秀英編
9784641164994

日本経済のこれまでの歩みとこれからの展望をふまえて、第１部では経済政策の考え方やミクロ・マクロ経済学
の基本を、第２部では様々な政策の実際について、コンパクトに解説します。激変する日本経済を見通す基礎力
を身につけるための入門テキストです。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  4  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376201 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025376202 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年6月 商品コード 1025376203 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1025376204 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年9月 商品コード 1025376205 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1025376206 □ □

非伝統的金融政策
有斐閣 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮尾龍蔵著
9784641164901

非伝統的金融政策の特徴と課題を平易に解説する一冊。非伝統的政策の効果はあったのか、2％物価安定目
標は妥当なのか、懸念すべき副作用は何か、マイナス金利政策の影響は何か――政策決定に携わった著者
が、理論と実証の両面から答える。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

地方財政を学ぶ（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
沼尾波子著,池上岳彦著,
木村佳弘著,高端正幸著

9784641184350

私たちの暮らしを支える身近な存在である地方財政を、具体的な例を交えて生き生きと描き出す。地方財政の
理念や制度の基本から、応用的なことまで盛り込み、体系的に学ぶことができる。です・ます調でわかりやすく書
かれ、地方財政を学ぶ最初の1冊に最適。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

テキストブック現代財政学 （※）
有斐閣 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 植田和弘編,諸富徹編
9784641184329

21世紀に進行した政治・経済・社会・地域の構造的変化に注目しながら、現代財政の基本的特質と課題を明ら
かにする。グローバル経済下での国民国家の役割と課題を、持続可能な地域発展と財政民主主義という視角か
ら展望する、最新のテキスト。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

社会学のエッセンス〔新版補訂版〕 （※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
友枝敏雄著,竹沢尚一郎著,
正村俊之著,坂本佳鶴惠著

9784641220980

日常の行為を出発点に、16のキータームを通じて「社会」のしくみを解明し、社会学のおもしろさを提示する、「い
ちばんわかりやすい」理論社会学の入門テキスト。新版刊行後の動向を踏まえ、図表データや写真を中心に内
容をアップデートした最新版。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

排除と差別の社会学〔新版〕
有斐閣 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 好井裕明編
9784641281400

日常生活のさまざまな場面で生じている排除や差別という現象を社会学の視点で分析し、問題の本質を考える
入門テキスト。原発事故やヘイトスピーチ、いじめ、マタニティ・ハラスメントなど、いままさに注目すべき排除や差
別の問題を取り上げて新版化した。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

援助関係論入門 （※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 稲沢公一著
9784641221000

「困っている人に手を差しのべる」という素朴なイメージから、高度に専門的な援助まで。幅広い意味をもつ「対人
援助」にまつわる基礎理論をやさしく解説する入門テキスト。ソーシャルワーカーや看護師、介護士など、人を助
ける職業をめざすすべての人へ。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  5  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1025376207 □ □

教育をよみとく （※）
有斐閣 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中耕治著,石井英真著,

八田幸恵著,本所恵著,西岡加名恵著

9784641174290

早期教育は必要か？　格差は本人の努力の問題か？……自明性の迷路から読者を解き放つ、教育学の知を
凝縮。教育の世界を考える上で不可欠な「探求」の手引き。「教育学部ガイドブック」として、「教育研究入門書」と
して、「教師入門書」としても必読の書。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  6  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025193929 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025193930 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025193931 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025193932 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025193933 □ □

天皇の即位儀礼と神仏
吉川弘文館 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松本郁代著
9784642083218

前近代の即位儀礼における皇位の正統性や権威は、どのように創出されたのか。儀式書や古記録・聖教・夢想
の記述などを読み解き、「公の秘説」として神話や密教的解釈で語られる神仏の物語的機能を通じて即位儀礼
の本質に迫る。即位灌頂(かんじょう)での天皇と仏の結び付きや、即位式の神観念の変遷など、神仏と天皇の関
係を描き、その歴史的意義を解明する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

江戸の親子 父親が子どもを育てた時代 (読
みなおす日本史)

吉川弘文館 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田素子著
9784642067287

家の継承に重きをおく江戸時代、父親は主体的に子育てにかかわった。下級武士の日記から、子どもの誕生、
成育儀礼、年中行事、遊びや手習い、病の心配と死の悲しみなどを読み解き、親子関係と子育ての実態に迫
る。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

ザビエルにより布教されたキリスト教は、救いを求める多くの信者を獲得した。天下統一後に禁圧されるが、キリ
シタンは殉教を伴いつつも信仰を堅持した。彼らは教えをどのように育み深めていったのか。また、その信仰生
活はいかに展開したのか。教理書『どちりな・きりしたん』や信心具、「組」と呼ばれる組織の活動などから、実態
を解き明かす。

冊子購入確認

著編者名 京樂真帆子著

¥6,300(＋税)

¥1,900(＋税)

電子書籍

9784642058506

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

ふたつの憲法と日本人 戦前・戦後の憲法観
(歴史文化ライブラリー 450)

吉川弘文館

キリシタン信仰史の研究
吉川弘文館

¥26,400(＋税)

¥9,000(＋税)

著編者名 五野井隆史著
9784642034791

¥6,600(＋税)

明治以降の日本に存在するふたつの憲法。他国では頻繁に改正しているにもかかわらず、大日本帝国憲法は５
７年、日本国憲法は今日まで７０年以上、１度も１文字も改正することがなかった。戦前の「不磨ノ大典」と改憲
論、戦後の革新護憲・保守改憲・解釈改憲の歴史から、日本人の憲法観に迫り、国家運営への影響を明らかに
する。いま必読の１冊。

¥2,000(＋税)

著編者名 川口暁弘著

車種は？ スピードは？ 嫌なやつと同乗したら？　平安貴族の移動手段｢牛車(ぎっしゃ)｣とは、どんな乗り物だっ
たのか。古記録や古典文学、絵巻物を素材に、乗り降りの作法、生きる動力＝牛の性能、乗車定員やマナーな
ど、失われた日常生活を豊富な図版とともに生き生きと再現。牛車に魅せられた著者が、その魅力を余すところ
なく語るユニークかつ必読の書！

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍

牛車で行こう！ 平安貴族と乗り物文化

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

9784642083188

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  7  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1025376208 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376209 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376210 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376211 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376212 □ □

ウィトゲンシュタインの教育学
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,000(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡邊福太郎著
9784766424430

『論考』によって「語りえぬもの」を設定し、「語る」ことに制約を課したウィトゲンシュタイン。経ることおよそ10年、
止むことなき哲学的思考はついに「言語の限界」の地平をにらみ、自ら建設した巨大な「沈黙」の体系に挑み始
める。ウィトゲンシュタイン後期思想を繙く鍵である「教育学」。コミュニケーションに内在する宿命的なパラドクス
を解きほぐし、「教えること」の意味を根底から問い直す。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

西南戦争と自由民権
冊子購入確認

著編者名 小川原正道著
9784766424348

明治10年、西郷隆盛を中心とした不平士族の反乱。このとき、もうひとつの反政府勢力の一大拠点・高知では、
板垣退助率いる立志社が西郷に呼応して決起するのではないかと思われていた。　本書は、民権運動家たちが
言論活動へと転換した理由を実証的に明らかにするとともに、西郷・板垣をそれぞれ別の意味で高く評価した福
沢諭吉の思惑と、彼の高知・立志学舎への支援や、これまで知られてこなかった鹿児島の民権運動家の戦前・
戦後についても新たな光を当てる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥3,200(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥9,900(＋税) □

暴政 

□

冊子購入確認

美しき闘争
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,400(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 タナハシ・コーツ著,奥田暁代訳
9784766424379

ブラック・ナショナリストの父ポール・コーツと、自らの身を守って生きる、息子タナハシ。クラックと銃に溢れ、一瞬
にして奈落に落ちるアメリカ社会の容赦ない現実を力強く生き抜く、父と息子の物語。　『世界と僕のあいだに』で
全米図書賞を受賞し、現代の黒人社会を代表する知識人と目される、タナハシ・コーツの衝撃のデビュー作。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784766424386

¥12,400(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名

ファシストは日々の暮らしのささやかな〈真実〉を軽蔑し、新しい宗教のように響き渡る〈スローガン〉を愛し、歴史
やジャーナリズムよりも、つくられた〈神話〉を好んだ。事実を放棄するのは、〈自由〉を放棄することと同じだ。ファ
シズム前夜――いまこそ、本を積み上げよう。〈真実〉があるのを信じよう。歴史の教訓に学ぼう。気鋭の歴史家
ティモシー・スナイダーが、現在、世界に台頭する圧政の指導者に正しく抗うための二〇の方法をガイドする。

慶應義塾大学出版会 電子書籍

総合研究　日本のタクシー産業

電子書籍

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

市民の“足” として定着しているタクシーの市場は、単なる公共交通機関としてだけでなく、「参入・退出の許認可
問題」「多重価格問題」「地域活性化」「高齢化対策」といった、経済・政治・社会的にも重要な論点を含み、脚光
を浴びている。このタクシー産業の現状を把握・分析し、低運賃設定やライドシェア、IT化の進展などの最新の情
報もふまえてその全貌を解説する画期的な１冊。

太田和博編,青木亮編,後藤孝夫編
9784766424393

□

慶應義塾大学出版会

¥3,800(＋税)

¥1,200(＋税)

著編者名 ティモシー・スナイダー著,池田年穂訳

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  8  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025376213 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025376214 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376215 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376216 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376217 □ □

ウルリッヒ・ベックの社会理論 リスク社会を
生きるということ

勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤美登里著
9784326654093

本書は、ベックの代表的な理論や概念である再帰的近代化、リスク社会、個人化、コスモポリタン化を解説してい
る。加えて、ベックのリスクと危険の概念を批判的に検討した論考や、彼が政策提言した市民労働という一種の
ベーシックインカムや、近代の共同構築者としてカトリックを評価した彼の公共宗教論を検討した論考も掲載して
いる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

勁草書房 電子書籍

文化進化の考古学 □

冊子購入確認

¥8,300(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 中尾央編著,松木武彦編著,三中信宏編著
9784326248452

文化進化というアプローチは当然に生物進化のアナロジーである。文化の継承とその過程での変異の蓄積とい
う進化的な視点が役に立つのだ。そして考古学という営みもまた、文化進化の対象である。日本考古学が有する
膨大なデータを様々な角度から考察し、数理的手法を用いてデータに基づく文化の歴史科学を構築するための
基盤を提供する。

集合論による社会的カテゴリー論の展開
ブール代数と質的比較分析の応用

勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田淳著
9784326602971

本書は、論理・集合演算の抽象代数モデルであるブール代数を、社会的カテゴリーの分析に応用する。そのた
めに、論理と集合の基礎を解説した上で、ブール代数を丁寧にわかりやすく導入する。そして、社会的カテゴリー
論を集合論によって再構築し、「日本人」カテゴリーを実際に人びとがどのように認知しているのかを分析する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

自然主義入門 知識・道徳・人間本性をめぐ
る現代哲学ツアー

勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 植原亮著
9784326154487

哲学と科学を緊密に結びつけ、科学をとおして人間の知の営みを捉えようとする哲学上の立場＝「自然主義」。
本書では人間の心には何が生まれつき備わっているのかをめぐる生得説と経験主義の対立を軸に、心理学や
認知科学における新しい仮説や知見をふんだんに取り込み、領域の拡大と深化を続ける自然主義の大航海へ
と読者をいざなう。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

会話分析入門
勁草書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 串田秀也著,平本毅著,林誠著
9784326602964

会話分析の研究では、人と人のやりとりを録音・録画し、当人たちの記憶にも残らないような細部をゆっくりと何
度も観察する。すると、私たちがふだんの会話の中で一瞬一瞬ごとに「相手はなぜ今そう言ったのか」「私は次に
どうしたらよいのか」などの問いに答えを出しながら、ある合理性を持ってふるまっているということが見えてくる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

勁草書房 

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  9  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

2017年3月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024195223 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024195224 □ □

アメリカ教師教育史　教職の女性化と専門
職化の相克

東京大学出版会 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐久間亜紀著
9784130562263

今なお女性が多くを占め、専門性より「実践的」養成を求める声に晒されるアメリカの教師教育。19世紀州立師
範学校における葛藤を生き、越え出ようと模索した女性教師たちを追うことによって、こんにち日本の教育改革で
も繰り返し問われる教師教育の専門性、女性の労働の問題を照射する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

Reweaving the Economy　How IT affects
the borders of country and organization

東京大学出版会 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木聡一郎著
9784130470698

情報技術は国家・地域と産業組織の境界をどのように変えてきたか。日本企業を題材に、ITが可能にした情報
サービスのアウトソーシング、クラウド、マス・コラボレーションなどをめぐり、相手国ごとに異なる国際分業の生産
性、雇用への影響など、複雑かつ多面的な現象を明晰に説明する。【英文書籍】

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

東京大学出版会 

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  10  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025376218 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025376219 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025376220 □ □

精神分析再考 アタッチメント理論とクライエ
ント中心療法の経験から

みすず書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林もも子著
9784622085324

精神分析界に根づく伝統的概念を豊富な臨床経験を通して再考し、ときに描きなおすことによって生まれる、新
しい時代の精神分析入門。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

不確定性原理を発見した物理学者に魅せられたゴンクール賞作家が、現代の希望や苦悩を彼と共鳴させる。詩
的隠喩にみちた理系小説。

原理 ハイゼンベルクの軌跡
みすず書房

9784622086109

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジェローム・フェラーリ著,辻由美訳

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

みすず書房 電子書籍

情報倫理 技術・プライバシー・著作権

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥16,500(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大谷卓史著
9784622085621

情報通信社会の倫理問題を分析し、解く手がかりを与える。セキュリティ、プライバシー、知的財産権、表現の自
由をめぐる柔軟な思考。

電子書籍

¥9,300(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  11  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年7月 商品コード 1025376221 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年8月 商品コード 1025376222 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年8月 商品コード 1025376223 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年9月 商品コード 1025376224 □ □

朝倉化学大系 4．構造有機化学
朝倉書店

¥18,900(＋税)

¥5,700(＋税)

著編者名 戸部義人著,豊田真司著
9784254146349

有機化合物を対象に、その物理的、化学的および分光学的性質と密接に関係する、分子構造について解説した
上級向け教科書。〔内容〕有機構造の基礎：結合とひずみ／立体構造／非局在結合／反応性中間体／特殊な
構造

ことばの思想家50人
朝倉書店

¥21,200(＋税)

¥6,400(＋税)

著編者名
中島平三総監訳,

瀬田幸人監訳,田子内健介監訳

9784254510485

言語の研究・言語学の進展に貢献のあった人物をプラトンやアリストテレスらの古代から、ヤーコブソン、チョム
スキー、カメロンに至る現代まで50人を選び出し解説する。50人の言語学者により言語学の重要な歴史が鮮明
に浮かび上がる。

Rで学ぶ 実験計画法
朝倉書店

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 長畑秀和著
9784254122169

実験条件の変え方や、結果の解析手法を、R（Rコマンダー）を用いた実践を通して身につける。独習にも対応。
〔内容〕実験計画法への導入／分散分析／直交表による方法／乱塊法／分割法／付録：R入門

蛍光X線分析の実際 第2版
朝倉書店

¥19,500(＋税)

¥5,900(＋税)

著編者名
中井泉編,日本分析化学会
Ｘ線分析研究懇談会監修

9784254141030

試料調製、標準物質、蛍光X線装置スペクトル、定量分析などの基礎項目を平易に解説し、さらに食品中の有害
元素分析、放射性大気粉塵の解析、美術品をはじめ文化財への非破壊分析など豊富な応用事例を掲載した実
務家必携のマニュアル。

電子書籍

□

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  12  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025233672 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025376225 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025356580 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025376226 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1025376227 □ □

マインドフルネス：沈黙の科学と技法
近代科学社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾正信著
9784764905412

東洋の禅思想を礎とし、米国で爆発的な広がりを見せる「マインドフルネス」。本書は、UCLA（カリフォルニア大学
ロサンゼルス校）での取り組みに触れて感銘を受け、自らも普及活動を支援する米国在住のコンピュータ科学者
が、日英対訳でその体験と実践方法をつづる異色のマインドフルネス本である。UCLAの指導法も特別掲載!!

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

いちばんやさしいPythonの教本 人気講師
が教える基礎からサーバサイド開発まで

インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木たかのり著,杉谷弥月著,

株式会社ビープラウド著

9784295002086

講義＋実習のワークショップ形式の学習書！本書は、講義+実習のワークショップ形式で、会話bot「pybot」を作
りながら楽しく学べる「はじめてでも挫折しない」Pythonの入門書です。なぜそうするのかを知りたい、仕組みが
知りたい、応用できる基礎を身に付けたい、そんな読者のさまざまな要望に応える新しい教本です。少しずつ新
しいことを学びながら進み、プログラムに機能を追加していくので、いま自分は何をやっているのかを、ちゃんと
理解しながら進められます。ぜひ本書でPythonプログラミングの楽しさを実感してください！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍ビジネス調査報告書2017
インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インプレス総合研究所編著
9784295002062

本調査報告書は、市場規模、ストアやサービス事業者の動向、ユーザーの動向、今後の展望など、電子書籍市
場の今を多角的に分析しています。この一冊で電子書籍ビジネスを網羅的に理解できる調査報告書です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

パソコンで楽しむ 自分で動かす人工知能
インプレス 電子書籍

¥5,400(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島能和著

体験しながら「納得できる！」人工知能！！人工知能に興味があっても、「機械学習」や「ディープラーニング」
「ニューラルネットワーク」の技術解説書ではハードルが高いという人は多いのではないでしょうか。本書はその
ハードルをぐっと下げた、まずは人工知能がどんなものか実際に動かしてみたいという人向けの体験型の解説
書です。写真から顔を認識させる、写真を有名な絵画風にする、線画に自動で色をつける、文豪風テキストを作
るなど、楽しい作例を通じて、人工知能の仕組みを学べる一冊です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784295002048

TensorFlow機械学習クックブック Python
ベースの活用レシピ60+

インプレス 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Nick McClure著,株式会社クイープ訳
9784295002000

新世代の数値計算ライブラリを操る！線形回帰からCNN/RNNまで網羅的に実践 -- TensorFlowは、数値処理
用のオープンソースライブラリで、AI分野を中心に活用が進んでいます。本書ではまず、変数／プレースホルダと
いったTensorFlowの基本や、オープンデータを扱う方法を説明します。以降は、機械学習のさまざまな手法を具
体的なレシピとして示していきます。線形回帰からCNN/RNNまで解説しつつ、運用環境向けの手法や連立常微
分方程式も取り上げた1冊です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

近代科学社 

-  13  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1025376228 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1025376229 □ □

2017年8月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1024989209 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025228514 □ □

現場主義統計学のすすめ：野外調査のデー
タ解析 (統計スポットライト・シリーズ 1)

近代科学社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島谷健一郎著
9784764905436

統計分野で不可欠となる数理やデータ解析法を解説する統計スポットライト・シリーズの第１巻。本書は統計数
理学とフィールド生物学の双方が互いの現場に踏み込み、同じモノを見ながら新しい発想や発見に至る過程を3
つの事例により紹介。統計モデルで得た知見がフィールド調査といかに統合しうるか体感できる実践の書。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

世界標準MIT教科書 Pythonプログラミング
イントロダクション　第2版：データサイエンス
とアプリケーション

近代科学社 電子書籍

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
John V.Guttag著,久保幹雄監訳,麻生敏正訳,

木村泰紀訳,鄭金花訳,藤原洋志訳,関口良行訳,
並木誠訳,小林和博訳,斉藤佳鶴子訳,兵藤哲朗訳

9784764905184

大変好評を得ている、MITのトップクラスの人気を誇る講義内容をまとめた計算科学の教科書の第2版。今回の
改訂では、後半の内容が大幅に増え、新たに5章が追加されている。特に「機械学習」を意識して、統計学の話
題が豊富になっている。Python言語を活用して、計算科学を学ぶ読者必携の書！ Python Ver3.5に対応。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

動画配信ビジネス調査報告書2017［DAZN
日本参入など新たな局面を迎えるVOD市場
の現状と将来展望］

インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森田秀一著,インプレス総合研究所編
9784295001898

海外事業者の日本参入も相次ぎ、活発化する動画配信市場。2016年度は、ライブストリーミング形式の
AbemaTVや特定のコンテンツジャンルを配信するDAZNやスポナビライブなど様々なサービスが立ち上がった。
そこで本書では、活発化する動画配信ビジネスに関して、その最新概況や業界構造、ビジネス構造や収益モデ
ルなどについて徹底分析する他、国内・海外の注目すべき事業者の概要と戦略をそれぞれ解説する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

いちばんやさしい人工知能ビジネスの教本
人気講師が教えるAI・機械学習の事業化

インプレス 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥1,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二木康晴著,塩野誠著
9784295001256

「人工知能を使ったビジネスアイデアが欲しい」本書は、人工知能ビジネスの具体的な成功事例から事業化のヒ
ントを学べる構成になっています。また、人間の手を離れて価値を生み出す人工知能を使うにあたり、避けて通
れない「法律の壁」についても具体的な注意すべきポイントや検討方法をしっかりと説明しています。仕組みや事
例だけでなく、法規制の面からも人工知能ビジネスを推進するためのノウハウを解説した一冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  14  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

2017年8月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025193952 □ □

9784274220029

電子書籍

著編者名 林雄亮著,苫米地なつ帆著,俣野美咲著

SPSSシンタックスを用いたデータ処理の手順がよくわかる！／本書は、統計ソフトウェアSPSSを用いてデータの
計量分析を基礎から学ぶためのものです。初学者がデータ入力から分析、結果の見方、発表までを一冊で学べ
るものとし、初学者がつまずきやすい点についてもあらかじめ明示します。また、実際の分析の際にはクリックだ
けで行うよりも、シンタックスを利用した方が効率的、かつ容易であることがしばしばあるので、SPSSの基本操作
と併せてSPSSシンタックスを用いたデータ処理の手順も解説します。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

¥8,300(＋税)SPSSによる 実践統計分析
オーム社

  オーム社 

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  15  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年8月 商品コード 1025376230 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1025376231 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

著編者名 日本化学会編

2004年にブレークしたグラフェンは、電子材料はじめさまざまな応用が期待される新素材の担い手であり、その
特異な性質に魅力がある。二次元物質は、グラフェンはじめ、無機物、有機物、錯体と、幅広くその物理と化学が
研究され、次世代の革新的な科学技術につながる発見がなされている。歴史から最先端の動向まで紹介。

冊子購入確認

CSJカレントレビュー25　二次元物質の科学
化学同人

¥9,800(＋税)

¥4,200(＋税)

9784759813852

CSJカレントレビュー23　先端計測
化学同人 電子書籍

¥9,800(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813838

観ること、測ることは、科学の重要な要素であり、Mother of Scienceといえる。天体観測から、タンパク質の質量
分析まで、国産の優れた計測・分析技術を生み出してきた研究者と、その計測機器や手法について、開発の歴
史を振り返りながら迫る。ソフトレーザー脱離による質量分析技術の開発でノーベル賞を受賞した田中耕一先生
も寄稿。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  16  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376232 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年11月 商品コード 1025376233 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年11月 商品コード 1025376234 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376235 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年11月 商品コード 1025376236 □ □

著編者名 武藤一夫著
9784320082137

本書では、「ものづくりの基本は測る技術にある」ことを伝える。大学や専門学校の授業でも使いやすいように、
コラムや脚注を多用することで、授業を進めやすい構成になっている。予備知識や既習事項（特に数学・物理
の）に関しては、コラムを通して本文の内容を補足できるようになっており、自習の際にも役立つ。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

本書でははじめに、電気と磁気の現象が見つかってから、電気と磁気の源が電荷であることにたどり着き、やが
て電磁気学へと統一されていく歴史ドラマを述べて、電磁気を記述する諸法則に親しみを覚え、それらの定式表
現の理解を容易にする素地作りを行なう。例題や演習問題を系統的に配列し、その解法を通して電磁気の基礎
を根底から理解し、応用力を養う。必要な数学は付録としてまとめた。『演習で理解する基礎物理学―力学―』
の続編。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

図解 よくわかる機械計測
共立出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税)

演習で理解する基礎物理学―電磁気学―
共立出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

冊子購入確認

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 御法川幸雄著,新居毅人著

冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,岩井伸一郎著
9784320035324

本書は、強相関電子系物質における光誘起相転移の超高速レーザー分光に関する研究を、この10年間に我々
のグループで行われた結果を中心にまとめたものである。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784320035997

StanとRでベイズ統計モデリング（Wonderful
R 2）

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松浦健太郎著,石田基広監修,市川太祐編,

高橋康介編,高柳慎一編,福島真太朗編

9784320112421

一般にベイズ統計を扱う書籍は初歩的な内容にとどまるものか、難解な数式が多く実際の問題への応用が難し
いものが多い。しかし、本書はこれらの書籍とは一線を画し、現実のデータ解析を念頭に置いて非常に実践的な
内容に仕上げた。本書でStanとRを介して身につけた統計モデリングの考え方は、Stanの文法が変化しても、他
の統計モデリングツールを扱う場合にも、大いに役に立つと確信している。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

多電子系の超高速光誘起相転移―光で見
る・操る・強相関電子系の世界―（基本法則
から読み解く物理学最前線 12）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

ディジタル通信 第2版
共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大下眞二郎著,半田志郎著,

デービッド アサノ著

9784320086456

大学における技術者育成のための基礎教育の重要性を考慮し、著者らの長年にわたる講義経験を基に、情報
通信ツール設計のための基礎知識が例題解法方式により分かりやすく解説されている。第2版では、基礎事項
の章の新設や教科書利用方法を記載するなど各章を見直すとともに、演習問題の解答や例題を追加し全面的
に改訂。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  17  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376237 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376238 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376239 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名 大堀隆文他著

電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税)

9784339028638

例題で学ぶWebデザイン入門（※）
コロナ社

Webの文書構造を記述する言語であるHTMLと文書の体裁やデザインを記述する言語であるCSSを駆使して、
Webサイトをデザインするための基礎技術習得を目的とした。解答例はWebからダウンロードでき自習可能とし
た。

著編者名 （株）アンサリードシステム教育事業部編
9784339028621

いまやAndroidはスマートフォンやタブレット用のOSとしてメジャーな存在となった。本書は、初心者向けAndroidア
プリケーションの解説書として、親しみやすい題材を通して基礎が学べるよう配慮し、使用頻度が高く、重要な技
術を解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

UMLは知っているが、役に立つの？ と思っている人が多いかもしれない。本書では、大学の演習やグループソフ
トウェア開発実験などで実際に用いている具体的事例を通して、要求分析から実装に向けたUMLの活用方法を
紹介する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

Androidプログラミング入門 独りで学べるス
マホアプリの作り方（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

ソフトウェア設計論 役に立つUMLモデリング
へ向けて（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松浦佐江子著
9784339026818

  コロナ社 

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  18  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年9月 商品コード 1025376240 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年9月 商品コード 1025376241 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード 1025376242 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード 1025376243 □ □

ビジネス法務の基礎 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
森島昭夫著,前田庸著,紋谷暢男著,

尾島茂樹著,蓑輪靖博著,笈川達男著,
粕谷和生著,藤巻義宏著

9784407337303

イラスト入り本文による事例展開で、初学者でもわかりやすい法律の入門書。　「いかに法律用語を噛み砕くか」
という観点から編修し、「法律の口語訳」を目指した。　判例や法律ゼミを適宜掲載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

土質力学概論 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡二三生監修,白土博通編,細田尚編,垣谷敦美著,神谷政人著,
川窪秀樹著,竹内一生著,田中良典著,中野毅著,西田秀行著,
橋本基宏著,福山和夫著,桝見謙著,森本浩行著,山本竜哉著

9784407339307

大学、高等専門学校の土木・建設系学科向けテキスト。土質力学を平易に解説。土の基本的性質から土の力学
的性質までの知識と技術が習得でき、土木構造物の基礎の設計・施工などに活用できるようにした。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

土木構造力学概論 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡二三生監修,白土博通編,細田尚編,垣谷敦美著,神谷政人著,
川窪秀樹著,竹内一生著,田中良典著,中野毅著,西田秀行著,
橋本基宏著,福山和夫著,桝見謙著,森本浩行著,山本竜哉著

9784407339284

土木構造物を設計するために必要で、最も基本的な学問である土木構造力学をやさしく解説。　構造物の代表と
して橋を取り上げつつ、ほかの構造物への応用に必要となる基礎的な学力を身につけられる。　同じく章末に章
末問題を掲載し、学習の定着が確認できる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

農業経営概論 (First Stageシリーズ)
実教出版

¥6,100(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名
大泉一貫編,津谷好人編,木下幸雄編,

佐々木壽編,常盤英資編,
橋下智編,粕谷和生編

9784407340365

農業経営の設計･管理に関する基本的な知識と技術が習得できる。序章において、本書で学ぶべきことを概説し
た。簿記を取り上げ、とくに記帳の方法を丁寧に解説。ビジネスプランの作成を丁寧に解説し、具体的な取り組み
事例を紹介。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  19  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1025376244 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025376245 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1025376246 □ □

《吉川弘之対談集》科学と社会の対話－研
究最前線で活躍する8人と考える（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
国立研究開発法人科学技術振興機構

科学コミュニケーションセンター編

9784621301494

科学技術が社会の隅々にまで浸透し、私たちのくらしを支え、ときには脅威をもたらしている現代において、人類
の持続可能な生活や幸せな未来はどうすれば本当に実現することができるのか？　本書では、学術界の重鎮:
吉川弘之･東京大学元総長がインタビュアーを務め、科学技術の各分野で世界をリードする８名の研究者にこの
難題をぶつけ、各研究者がどのように考えるか、語られた内容をまとめる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

消費生活アドバイザー受験合格対策　2017
年版

丸善出版 電子書籍

¥21,500(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
葛西光子編著,大矢野由美子編著,

安藤昌代編著

9784621301579

本書は、各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し試験対策を的確に洗い出しており、膨大な試験科目
の全重要項目を体系的に理解できます。試験までにおさえておきたい最新情報の収集方法をアドバイスながら、
難関といわれる2次試験対策も詳しく紹介した消費生活アドバイザー試験対策本の決定版です。国家資格の「消
費生活相談員」の資格も取得できます。消費生活専門相談員の試験にも役立つでしょう。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

日英ことわざ文化事典
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山田雅重著,亀田尚己編集協力,
ライアン・スミザース英文校閲

9784621301661

本書では、日本語と英語でよく知られていることわざ、故事成語・成句、慣用句などを、計600項目取り上げ、日
本語のことわざに対応する英語表現と英語のことわざに対応する日本語の表現を紹介しています。表現に含ま
れる単語や語句の歴史、その成立過程などにも触れ、英語圏の歴史や文化、考え方などについても広く学ぶこ
とができます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  20  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1025376247 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1025376248 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年1月 商品コード 1024936522 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年12月 商品コード 1024936527 □ □

9784627853614

通信とネットワークについて、一通りの基礎技術を解説したテキスト。物理層からアプリケーション層まで、また従
来の技術から最近の話題まで、広範囲に扱います。初学者向けにできるだけ難解な式は避け、図表を使い平易
に説明しました。各章には例題と演習問題を配置し、理解を容易にしています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

情報通信ネットワークの基礎
森北出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇野新太郎著

基礎電気回路(第2版)新装版
森北出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊佐弘著,谷口勝則著,

岩井嘉男著,吉村勉著,見市知昭著

9784627732933

回路の基本的な諸法則と回路方程式の作成・解法を初めて学ぶ方に向けてコンパクトにまとめたテキストです。
新装版では、レイアウトや図が刷新され、さらにわかりやすい紙面になりました。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

線形代数 ベクトルからベクトル空間・線形写
像まで

森北出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川嶌俊雄著
9784627096714

図形的意味を通して、ベクトル・1次変換・ベクトル空間と、それらのつながりをていねいに解説。ベクトル空間・線
形写像などの抽象的な概念も、図形的意味がわかれば、具体的なイメージをもつことができるようになります。演
習問題も豊富に用意。行列・行列式・固有値の計算方法もしっかり身につきます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

流体力学
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳瀬眞一郎著,水島二郎著,百武徹著
9784627675711

流体の静力学、流れの工学的取り扱い、基礎方程式を解説した後、管路流れ、渦、境界層流れなどの重要な流
れについて、その現象と理論を丁寧に解説しています。工学的な視点に加え、物理学的な視点からの丁寧な解
説によって、基礎方程式や代表的な流れについて、深い理論的な理解が得られます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  21  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025376249 □ □

2017年8月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1025193966 □ □

2017年7月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1024943410 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1024943411 □ □

腸疾患診療の現在 (プリンシプル消化器疾
患の臨床 2)

中山書店 電子書籍

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

9784521744438

大腸癌を中心とした腫瘍性疾患、潰瘍性大腸炎などの炎症性疾患、IBSを中心とした機能性疾患など、下部消
化管疾患の診療に携わる医師にとって必須の知識をコンパクトにまとめる。消化器分野でも特に変化の激しい
下部消化管疾患とその治療を、内視鏡から腹腔鏡、薬物療法まで俯瞰。腸疾患診療の現在のスタンダードがわ
かる。

¥24,200(＋税) □

著編者名 佐々木裕総編集,渡辺守専門編集

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

これが知りたかった！　糖尿病診療・療養指
導Q&A

中山書店 電子書籍

¥9,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩本安彦監修,吉田洋子編
9784521745237

糖尿病診療や療養指導の現場で感じるいまさら聞けない教科書には載っていない様々な疑問に対し、朝日生命
成人病研究所を中心としたベテランの医師・医療スタッフが、Ｑ＆Ａ形式で明快に解答。知っていると差がつくコ
ラムやホットなトピックスも多数収載。わかりやすい説明で、臨床現場での実践のレベルアップが図れる。付録と
して、フットケアの記録用紙や糖尿病食の献立例なども収載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

角膜，結膜 (眼科診療ビジュアルラーニング
1)

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上幸次編
9784521745107

角膜、結膜は、前眼部に位置し、外界に接することから障害を受ける契機が比較的多い部位である。内因性の
疾患も含めると、非常にバラエティに富む疾患像がある。この部位に関する基礎知識と病像を、写真を中心にし
た誌面でまとめた。編者による豆知識“Editor's note”120編を収載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

気管支喘息 (呼吸器疾患 診断治療アプ
ローチ 1)

中山書店 電子書籍

¥26,700(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上博雅編,三嶋理晃編
9784521745251

呼吸器内科医の日常診療にかかせない「気管支喘息」のすべてを網羅したスタンダードテキスト。検査・診断・評
価・発症予防・管理・治療・患者指導といった臨床面のみならず、治療方針を考えるために必要な病態生理から
みた危険因子等について、図表を多用してわかりやすく解説。喘息・アレルギー疾患診療の第一線で活躍中の
執筆陣により、必要な知識が包括的にまとめられている。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  22  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025431173 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025431174 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1025431175 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025431176 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025431177 □ □

手術・リハビリをWEB動画で学べる　肩関節
再建術　腱板断裂，肩関節不安定症の治療
戦略

メディカ出版 電子書籍

¥39,600(＋税) □

¥12,000(＋税)

どう診る!?　がん性疼痛
メディカ出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 廣橋猛著

冊子購入確認

著編者名 末永直樹編著
9784840461832

【豊富な写真とイラストで手術を見て理解】「腱板断裂」、「肩関節不安定症」の基本知識から手術の実際、リハビ
リテーションを新進気鋭の著者らが解説する新しい実践書。最新リバース型人工肩関節置換術についても取り
上げ、肩関節再建にかかわるすべての整形外科医必携の1冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784840461610

【病院・在宅ですぐに使える実践書】がん性疼痛に対する、鎮痛薬処方のコツを具体的な事例を用いて解説。緩
和ケア医がどのようにして、患者の訴えから適切な処方を決めるのかがよくわかる。また痛みの評価方法から薬
の選択・切り替え、副作用対策など基礎から実践的な内容までが１冊で学べる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

オンラインHDFの基礎と臨床
メディカ出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税)

リハビリテーション栄養　Q&A33＋症例7
メディカ出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田村佳奈美編著

冊子購入確認

著編者名 土田健司編
9784840461788

【透析患者のさまざまな不定愁訴解消に向けて】オンラインHDFは平成24年の診療報酬改定で大幅に見直され、
多くの透析患者に施行しやすくなった。本書では、透析医療におけるオンラインHDFの位置づけをあらためて考
え、その適応および今後どのように発展させていくべきかについて解説する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784840460781

【リハ栄養の基礎と実践をこの一冊に凝縮！】ICFによる全人的評価と栄養障害の評価を行い、高齢者の栄養状
態・サルコペニア・フレイルを改善し、最適な栄養管理を実施するリハビリテーション栄養の基礎知識をQ&A形式
でわかりやすく解説。さらに、実践症例も掲載した欲張りなリハ栄養の入門書。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

乳房ケア・母乳育児支援のすべて
メディカ出版 電子書籍

¥13,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ペリネイタルケア編集委員会編著
9784840458573

【カラー図解で具体的手技がわかる】乳房ケア編では乳房の生理、トラブル対応、コマ送りマッサージ法を、母乳
育児支援編ではエビデンス、上手な飲ませ方、妊娠期・産褥期・卒乳期のケアを解説。関連団体紹介編では7団
体の方針、手技・母乳育児支援の特徴、活動内容を紹介した、今までになかった一冊！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  23  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025431178 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1025431179 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025431180 □ □

救急ナースのための超はやわかり疾患ブッ
ク

メディカ出版 電子書籍

¥13,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 船曵知弘編

国循　心臓リハビリテーション実践マニュア
ル

メディカ出版 電子書籍

¥19,200(＋税) □

¥5,800(＋税)

肥満・糖尿病の外科治療
メディカ出版 電子書籍

¥29,100(＋税) □

¥8,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木章編,笠間和典編

冊子購入確認

著編者名 後藤葉一編
9784840461504

【心リハにかかわるすべての医療者必読！】なぜ心リハが必要なのか？という基本から、プログラムの流れ、検
査や運動、疾患別の心リハまで、心リハに関するすべてを学ぶことができる一冊。現場で使用されている説明文
書や教育パンフレットの一部も掲載し、患者指導も含めた心リハの実際がよくわかる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784840461801

【日本初！　消化器外科新分野を完全ガイド】肥満外科治療は世界では年間50万件を超える。わが国でも2014
年から腹腔鏡下スリーブ状胃切除術が保険適用となった。適応患者の見極め、術前の内科治療、手術、術後の
長期フォローアップなどを各分野のスペシャリストが詳しく解説。脂肪の蓄積に応じた手術手技や難しい事態へ
の対処法に加え、ポイントとなる手技をWeb動画で学べる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784840459273

【救急領域で必要な疾患の知識がつまった1冊】疾患の緊急度と、症状～疾患特定の流れを押さえておけば、救
急患者の対応・処置は怖くない！ 救急領域の31疾患を網羅し、ナースが知っておくべき問診・観察・検査、そし
て治療を「流れ」が見える形で解説。「疾患はやわかりマップ」も活用度100％！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2017年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1025376250 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1025376251 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1025376252 □ □

ハイリスク患者のがん薬物療法ハンドブック
羊土社 電子書籍

著編者名 南博信監修,安藤雄一編,寺田智祐編

心疾患合併、PS不良、うつなど、多様化する患者の背景にあったがん薬物療法の進め方を、１冊に凝縮。「注意
すべき薬物相互作用は？」「既往症とがんのどちらの治療を優先するか？」などの疑問に、現場目線で解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

9784758118149

エピジェネティクス実験スタンダード
羊土社 電子書籍

¥24,500(＋税) □

¥7,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 牛島俊和編,眞貝洋一編,塩見春彦編
9784758101998

遺伝子みるならエピもみよう！　DNA修飾、ヒストン修飾、ncRNA、クロマチン構造解析で結果を出せるプロトコー
ル集。目的に応じた手法の選び方から、解析の幅を広げる応用例までを網羅した決定版。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

近年、プライマリ・ケアで診療する機会が増えている結核・非結核性抗酸菌症について、すべての医師が知って
おくべき基礎知識と診断・治療の進め方を1冊で網羅。ありそうでなかった、実践的でわかりやすい入門書！

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

結核・非結核性抗酸菌症を日常診療で診る
羊土社

¥14,900(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名
佐々木結花編,

特定非営利活動法人 非結核性抗酸菌症
研究コンソーシアム編集協力

9784758118026

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



学術機関向け和書の電子書籍
専門書専門書 レファレンスレファレンス 参考書参考書 教養書教養書

和雑誌
バックナンバー
和雑誌
バックナンバー

学生用図書
就活・資格・留学
学生用図書
就活・資格・留学

英語
多読
英語
多読

ICT
教材
ICT
教材

● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

● タイトル毎に、同時アクセス数(１または３)により価格設定をしております。

● 新刊ハイブリッドモデル（冊⼦と電⼦書籍セット）で、年間を通じて継続的にご提供致します。

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

● 外出先・出張先などで使えるリモート・アクセス機能や、学認（学術認証フェデレーション）との連携が

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

学術・研究機関のための国内最大級の電⼦書籍プラットフォーム
研究・学修でのご利⽤に便利な検索・閲覧機能が充実

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム



電⼦書籍の便利な機能で、研究・学修をサポート致します。
❒ キーワード検索

❒メールでの情報共有 ❒本⽂のダウンロード

❒⾒開き/単ページ表⽰切替

1回の閲覧につき60頁
までダウンロードが可能。
（著作権保護のため）

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLメール送信が可能。

ハイライト表示をクリックすると、該当ページにジャンプ。

単ページ表示、⾒開き表示の切り替えが容易に。

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム

丸善株式会社 学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 〜 17：30（⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く）



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

             ◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

         丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


